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わが国では、中山間地域を中心に 38 万 6 千 haに及ぶ耕作放棄地が発生し、その解消が喫緊

の課題となっている。この課題に対し、農家の主体的な立場から保全すべき農地を明確化して

いく農地保全計画の必要性を提起し、経営主やあとつぎの行動を積み上げる農地利用マイクロ

シミュレーション手法、政策変更など与件変動下における農家行動分析手法、農家が一筆調査

から保全すべき農地を把握する自主的土地利用区分手法を提示した。 

 

はじめに－保全すべき農地を明確化する農地保全計画策定の必要性－ 

中山間地域などの条件不利地域を中心とする耕作放棄地の増加に対し、従来、適切な農地

保全を達成するためにゾーニングや計画的撤退が提起されてきた。この課題についてはこれ

まで農業生産条件、社会・生活条件、国土・環境条件などの多様な視点から対象地を総合的、

客観的に評価、類型化し、目指すべき土地利用の方向性を示そうとする土地分級手法に関す

る議論が主として行われてきた。 

これに対し、筆者は、新潟県頸城丘陵地帯に位置する傾斜地水田を対象とする一筆調査およ

び集落悉皆調査の結果から、今後も予想される農業労働力の減少を前提に、むしろ積極的に撤

退のルールづくりをする農地保全計画が必要であることを提示した。また、その場合主張され

る保全すべき農地とは、農業生産条件などの客観的評価を考慮しつつも、そこでいかなる農業

生産を展開し地域を振興していくのかという農家らの主体的な立場からこそ導かれるべきであ

ることを示した。 

ところで、全国一律の農振法のほか、農地法の改正，農地保有合理化事業の拡充，あるいは特定

農山村法など中山間地域をとりまく土地利用計画に関する現行法制度を整理すると、「計画的撤退」

やゾーニングを議論するような充分な枠組みを持っていないことがわかる。一方、市町村条例の例

に示されるように、市町村独自の工夫によりゾーニングの機能を果たそうとする試みも見られるよ

うになってきた。そこで、本研究では、農家が主体となって策定する集落の農地保全計画とそれを

位置付ける市町村上位計画の相互の関係からなる積み上げ調整方式を前提に、中山間地域における

農地保全計画策定のための３つの手法を検討することとした１）。 

 

マイクロシミュレーションによる農地利用の予測 

農地利用計画には、一筆単位の調整を扱う集落土地利用計画や農地利用の将来展望を示す市町村

上位計画があるが、筆者は、まずこれらの計画を策定していく上で重要な基礎データとなる農地利

用の将来予測方法を検討した。一つには、日本農業を牽引してきた昭和一桁世代のリタイアとその

あとつぎの行動を農家世帯データから再現するマイクロシミュレーション手法の開発である。 

マイクロシミュレーション手法とは、最小の分析単位である農家世帯員および農家の行動をある

遷移確率を適用して確率的に判断していく方法である。例えば、60 歳の経営主は 10 年後に 70歳と

なるが、そのときまで農業従事を継続するか否かを毎年度の加齢処理の中から確率的に判断してい
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く。農家世帯員の一人一人に対して目的年次に至るまで農業従事の状況を確率的に判断し、該当す

る農家の農業労働力を推計していく。仮に、経営主が農業従事をリタイアした場合、あとつぎの有

無や同居の状況により経営主交代について、同様に確率的に判断していく。 

マイクロシミュレーション手法は、他の行動科学の知見と結びつくことによりその適用場面を広

げてきたという特徴を有しており、幅広い応用が可能な手法である。本研究の中では、新潟県頚城

丘陵地帯の傾斜地水田を対象に行った一筆調査および農家意向調査の結果を基に、シミュレーショ

ンから推計される農業労働力に対して耕作可能な田の面積を導く手法を開発した。これを事例集落

へ適用したところ、昭和一桁世代である親世代の引退やあとつぎの有無、労働生産性の改善による

耕作可能面積の増加など、個々の行動主体の動向を反映する集落単位の農地利用予測が可能とな

った 2）3）。 

 

農家行動分析を導入したマイクロシミュレーション 

一筆単位の調整を必要とする集落土地

利用計画に対し、市町村などの上位計画

においては、地域の振興方向、ビジョン

の提示が重要な課題となる。とりわけ中

山間地域などの条件不利地域においては、

政策変更、米価下落などの与件変動に伴

い農家がどのような行動を起こし、結果、

どの程度農地保全が達成されるのかにつ

いて見極める作業が必要となる。そこで、

本研究では、与件変動に伴う農家行動の

変化について選択実験手法を用いた農家

行動分析から推定し、その結果を市町村

に拡張したマイクロシミュレーションに

導入することにより、市町村上位計画が

農地利用の将来展望を見極めていく方法

を検討することとした４）５）6）。 

具体的には、新潟県頚城丘陵地帯の

旧牧村の農家を対象に、米価、小作料、

ほ場条件、直接支払などの助成金の変

動に伴い借地拡大行動がどのように変

化するのか（借地が増えるのか減るの

か）、その発生確率を求めるためのモデ

ルを推定した。データは、旧牧村全農

家世帯を対象とするアンケート調査か

ら収集した。 

 農家行動分析の結果からは、農家は、

米価やほ場条件、小作料により強く規
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定されている一方で、借地拡大行動に限定すれば、直接支払の額は、それ程大きな影響を与え

ていないことが明らかとなった。しかし、3ha 以上拡大可能と回答する農家は、直接支払いの

額にその行動が規定されることが明らかとなっており、借地拡大を誘導する際には、規模の比

較的大きい農家への助成が効果的であることが示された。 

以上の結果を基に、求められた借地拡大行動の発生確率をマイクロシミュレーションに導入

し、旧牧村を対象に 20年間におよぶ農地利用予測を行ったところ、適切に農家行動を誘導する

ことができれば、現状推移において耕作放棄が予想される農地の一部をカバーできることが示

された。 

 

保全すべき農地を把握する一筆調査の提案 

こうしたシミュレーションの適用は、予測される結果に対してどのような対策が必要なのか

を主体的に議論し問題解決のための動機付けと具体的実行計画への発展を導くところに意義が

ある。筆者は、新潟県旧安塚町の細野集落における土地利用計画作りに参画した経緯や一筆調

査に基づいて農家らが描いた土地利用区分を数量化Ⅱ類分析を用いて分析した結果から、（１）

土地利用区分は、ほ場条件などのより客観的な条件から一元的に導かれるのではなく、農家ら

のより主体的な判断から導かれる部分が多い。（２）しかし、一筆調査を通した保全すべき農地

の明確化という作業は、問題解決のための動機付けに加え、地権者個々の意向を集落計画に発

展させるための土地利用調整の契機をも与えている。ということが確認された。 

以上のことから、筆者は、農家等が一筆調査を通して自ら保全すべき農地を明確化していく

土地利用区分策定を支援するために、役場、JA、あるいは普及センターなどの支援者が、一筆

調査の結果をGISに取り込み、ほ場の生産条件や農家の経営条件に基づく土地利用区分を様々

にデモンストレーションしながら農家等の主体的議論を支援していく過程を「自主的土地利用

区分手法」として整理・提示した 7）8）。 

さらに、事例集落において問題解決のための動機付けについて考察を行ったところ、描いた

空間計画と労働力の推計から導かれる耕作可能面積のギャップの認識が動機付けを促進したの

ではないかと考えられた。つまり、主体的な判断から導かれる土地利用区分に、マイクロシミ

ュレーションから導かれる農地利用面積を統合することにより、主観的判断に客観性を付与す

ることができると考える。ちなみに、事例集落を対象にこの点について検討を加えた結果、お

よそ 10haが集落の保全すべき農地の最低ラインとして導かれた。 

 

おわりに－計画的撤退から地域資源活用空間の創造へ－ 

 農地利用の将来予測からは、農業労働力の制約により今後も耕作放棄の増加が予測された。

そこからは、耕作放棄の増加を前提に農地利用の転換方向を別途議論していく必要性を導くこ

とができる。この場合、主体の存在程度から将来どのような農地利用が可能なのか、じっくり

検討してみる必要があるのではないかと考える。 

 本研究の中では、主体的な判断からもれた部分について検討を加えることはできなかったが、

当該部分を地域資源を積極的に活かす空間と捉えることができるなら、それは必ずしも「計画

的撤退」という後ろ向きの姿勢にはならない。たとえば、「地域資源活用空間の創造」のように

視点を変え、レクレーション空間やバイオマス資源空間としての位置付けを制度上行っていく

ことも期待される。 



 ところで、本年４月より、耕作放棄地対策が始まり、一筆調査を用いた農用地の確認が進め

られている。その中で、ついに、非農地化という選択肢までもが登場した。一筆調査は、本来、

地域農業の発展のために主体的な動機付けを得るきっかけとして積極的に用いられるべき手法

と考えるが、この対策の中では必ずしもそうした積極的位置付けにはないように思われてなら

ない。引き続き、残された課題に取り組みながら中山間地域の農地保全に寄与すべく、これら

対策に注目していきたい。  
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